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東映で決定ガ「マイコン」フル装備 
安ざ-サービス-T寧 
今N描权のシスチムはほんの-例です。 

柬映カラーモニター卞丁ヴシリーズ 

秋葉脱の東耽無練 
詳_ド^:までご連結（ださい,. 
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上位機種のシステムもいろいろあります： 
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■空間浮細币ゼノン 

窵廉 CQMPUIEB CITY 

Affiimn 
FOR PC-830丨/Xトアクション&スーパーグラフィック 

緊急指令/マザーコンピュータを破壊せよ/7 

空間浮遊都市_ゼノンでくリひろげられるマ 

ザーコンピュータとの戦いだ。 

戦關□ボットだけでなく、浮遊監視機、誘導 

車、交通管制機までがマザーコンピュータにコ 

ントロールされてしまつている..今やゼノンは 

要塞化してしまったn 

,：*.；!'： .ノこ 11-：： . .ベ.「二..广ノ ，く •レ.しふ.“1」：しユ“，；，，：d 心—； -:.vr _.m，じ匕ュ‘ゴ- 

X6VIOUS tor XK17 
ゼビヴス 

for XI限g ram卜-ンヨイス亍イワク付5,900円 

for Xt(要G-RAivih .ソフトのみ4,300円 

for Xt D〔ディスク）■■ジョイス亍イック付7石00円 

f Of X1D【ディスク）.…—ソフトのみ5,900円 

► I□イド►タルケン►ゾシー►ギト 

スバリオ►ザカート►ジアラ►カビ►テ 

ラジ►ブラグザカート►ガルザカート► 

シオナイト►■バキユラ►アンドアジェネ 

シス►ブラ.グザ►ソルパルウ►ノ くーラ► 

ガル/ くー ラ►スべシャルフラック> ゾルパ 

グ►ログラム►デロータ►ドモヴラム► 

ガルデ□-夕►ポザ□グラム►グロフ‘ダ 

—►.ソル..フルキ卞:ラクター' フル 

画面をバソコンに再現.ノザッパー〃ノブ 

ラスター^の両攻犁用兵■器[こ対応した2 

トリガ’方式のジョイステイックも同時開 

発..原作Iこ限リなく近い、）Uユーザー 

必携のソフト.， 

ソルパルク 

ソルパルウ 

「ガンプJがくリだしX くるゼビウス軍の 

兵器[こ対抗し得る唯一の戦關槪i地表攻 

(ザッパー)を持ち、ブラスター用照準も 

そなえている.. 

アンドア 
ジェネシス 

カビ 

ゾシー 

アンドアジェネシス 

ブラグサ'を核(コア）に持ち、赤く点めつ 

するアルゴから、近づく Vルバルウを激 

し< 攻翠してくる,.また周囲にはザカー 

卜など強力な與器が展開し、ブラグザを 

守リぬ.こうとする., 

ゾシー 

地球上IこU F◦としても出現したゼビウ 

ス軍の無憤性飛行体回転しながら後方 

逆襲もする恐しい英器 

カピ 

タルケンの延長上Iこある戦闘機.連射櫬 

能が追加されXいる分、タルケン【こくら 

ベてスビードが遅い. 

《キュラ 

トモグラム 

ドモクラム 

Uグラムにホーバリンク'機能を持たせた 

もの,，動きはトリツキーX深追いすると 

思わぬ恧擎を食う。 

ハ'キユラ 

エネルギーを集中化した新素材：建材で 

あリながらも飛行可能.「ザツバー」256 

発で破壞できる. 

トー□イト 

ゼビウX軍の無人偵察槻.■:.攻撃力は弱い 

が接触する.と破壤されてしまう，弾を莼 

射するものもある 

レバグ 

ゾルパク 

ゼビウス軍の情報収集システム_赤い帯 

が点めつし.ているのが^寺徴,これも自か 

6は攻繫してこなレ 

パ—ラ 

バーラ 

ゼビウス軍のエネルギーを格納している 

エナジー，ステーション■:攻繫力は摩つ‘ 

たくない.。 

タルケン 

「ガンプ」の非適合者鎬圧闲対人戦闘機.. 

攻挈後コックビットがクルリと転回し- 

退却する. 

ジアラ 

キリモミ回転をしながら突つこんで< る 

卜一□ィドの高速型兵器弾を発射する 

ものちある,. 

テラジ 

テラジ 

カビの改良機急速飛来し、弾をまいて 

急速退却する,,めつぼう強いのて要注意 

ガルデロータ 

デロ _夕 

グ〇ブダー 

ク□ブダー 

水陸両闹の輸送車...攻擊力はないか.ブ 

ラスターの発射を感知し1みごとIこよけ 

るものち恋る.. 

デ□ータ 

エネルギ-弾の速射機能を持ったゼビゥ 

ス軍の防御拠点，その攻犟は執拗てソル 

パルウを追いつめる， 

ガルテ□—夕 

G A R U (大きな）デ□-夕という意味 

これもT基部はバキュラて作られていて、 

上部のみ破壊可能.， 

ソル 

ソル 

地中に埋めこまれたメモリータワ—■ブ 

ラスター丨発で出現、もうi発て'破壊す 

ることができる 

スへシヤル 

4個所®るSPCJAL FLAG ZONEをブラス 

ターで爆繫すると出現上を通過すると 

ソルパルウp I機追加.. 

★得点に差のつく亍クニック „ —It 
#±也_t掏の位置-動きを各面ごとに確実 

ににおぼえTしまうこと面は森林から 

じは出現zoob¥,破壊2000点なのて、 

位置を確実[こおぼえよう.. 

⑲空中兵器はすぺXが個別の坆擎パター 

ンを持つtいるこれを解析すnばI& 

而突碑もユメ..じゃない.~ 

#面の70%をこえれば次面に進む得点 

め高い敵を確実に取リ，@機(ソルパ 

ルウ）をリザーブしておこう-. 

㉚スベジャルフラグの出現地域は4個所.. 

これを発見できないと、高得点は望め 

ないぞ/ 

オリジガレ*ゲ^^マ 



★得点に差のつく于タニック_1 

〇モンスターがいじけているとき[こ、で 

きるだけたくさんモンスターを食べる 
八ック7ン 

for FM-7 WEW7/77…- ….3,51)0円 

for MZ-70D - .. 
(1200 k 用 

""3獅円 

for PC-6001 mkll 6601 …3:000# 

for PC-8001 mk II.. …3,5_ 

for PC-BB01 mkJI. …3,500円 

for XI(要G-RAM). ■ 3.500R 

for MSX... ■…も5加円 

遮路にならぶエサをどんどん赏ベるハツ 

き:とa 

錄画が進むとモンスターがいじける時間 

が短くなる。深追いはせずじ1面[こ 

2回出現するボーナス点の出るフルー 

ッをのがさず食べるようにしょう,-, 

©モンスターは，アカベイ、ビンキー、 

アオスケ、グズタと名付けられ、それ 

それ名前[こふさわしい習性を持つてい 

る.，動きをよく知ると、接近をかわせ 

るようになる 

砂面ごとにvもつ 

とも効率の高いク 

リア方法を見つけ 

だすこと 

❺パヮーエサ 

音食べたあと、 

残リのエサが 

少し残つている 

ときは、まずイジ 

ケモンスターを食 

ぺてから残リのエ 

サを食べ、面クリ 

Pしたほうが得/ 

クマン，ジャマをする 

のは4匹のモンスダへ 

手に汗にきる追撃戦が 

<リひろ'げられる,， 

点滅するバヮーエサI 
を食べれば'、たちま 

ちB勢が逆転.， 

イジケたモンI 

スタ-、龜 

を食べればボー、〆 
ナスポイントがバ，.ツチ 

リ..数面ごとに楽しい 

バックマソ，シヨーも 
あるゾ 

ラリ_X for MSX.4,500円 

for FM-7 NEWT 77.(近月発売) 

迷路にftcれたチ1ックホイントそれ 

をレーダー頼U(こクリアしていくラリー 

ゲーム.コースは-対抗車の妨害あリ、 

岩が落ちていたリの，なかなか雛コース、 

コ••ス0読みと索早い判断が要求される 

ニュータィプダームn 

★得点に差®つくfクニック■■■ 

❶S (スペシャル)ポイントは、早目に通 

過するほうが、得点ののびがよい:， 

❽対抗車は細い道にさそいこみ、煙幕で 

gくらましをかけ、引きは'なす.:， 

©スタート時はヽよげいな動きをせずに 

対抗車との距離をがせごラ.-: 

0 FUELメータにも注意し 

やたらIこ煙幕を使わずに、 

クリアしていこう‘. 

❺岩、Sポイント、L(給油)ボイ 

ントの位置は.きまつているので. 

マツ.:/を頭に入れてしまおうI 

©wziuy^N 

ギヤラクシアン 

for MZ-700 1200 (48K) 3,000円 

for PC-6001 mkU G601……3.000円 

for PC-8001 mkn ..3,500円 

for PC-B801 mkU.3.500円 

for MSX.4,500円 

宇宙空間をひた進むエイリアンの大編 

隊。ギヤラックシップで追撃だ，単独アクロ 

バット飛行で、あるいは編隊T、次々に猛 

勝をし.がけX くるエイリアンを巧みに 

かわレ、コスミックミサイルで擊破せよ.: 

攻犟中のボスェイリアンをやつつけると 

for PC-GO0K32K) mkll 6601. 

3,50on 登場キャラクタ数19... 

金16面をブ□グラA 

1と、ハードの 

限界[こ挑戦した 

ゼビウスのPC 

& 口 00シリ 

一 xm.- 

バソコン兩ゲームソフト 

のランキングNo. Iの人気ソフトだ.. 

★得点に鵪のつくテクニックニ=1^ 

高得点/ゲームテクニシャンをうならせ ⑩登場キャラクタの出現は、バターン化 

る、一味ちがったスペースゲームだ. されているのTv早くおぼえこもう.:. 

物ソルバルウ(自機)が端のほう【こ追込まれ 

ないようにいつでも退路を考えておくこと 

★得点に差のつくテクユ龙ク 

❹エイリアンの攻擊バターレは、 

タンクバタリアン驢 
for MSX.4,500円 

地题ぎをあげ司命部目がけてせまり 

くる敵戰車軍団との問Iこぐ」広げら 

れる、1さまじい市街戦.ステー 

く読み取|入防衛線を確保す 

一歩c高得 

点をあげる肉薄正面攻擊の 

危険に潜はどこまで耐えられるか. 

★得点に差のつく亍クニゥク 

©敵の弾の進行方向は一定そ/ 
/.， 

れをつかめば何とかなる. ' ネ 

勒注意したいのは飛行方向の 

変化する卜—□イト'などとの接触だ. 

❾地上物は確実に破壊すること 

色ごとにちがうので、よくおぼえること. 

©高得点をあげるには攻擊中のボスエイ 

リアンをやっつけること：編隊飛行中 

には、護衛樺をやっつけてから、ポス 

.をやつフけるよう(こし.よう.. 

©ビンチのとき[こ降下中のボスエイリア 

ン.をやっつけると、攻擊がやさしぐなる'., 

a確実に面クリアする.には.エイリアン 

の動きはもとよリ彈の動きに注意して- 

目榄を撵作すること.:. 

❺残機が少なくなると、アク□パット攻 

擎をしがけてくるので、攻擊開始のタイ 

三ングをとらえてやつつけるようにする:. 

❹近接攻犖、しかも正面という危険をお 

かせば得点は高い- 

紛固ごとに第一防衛ライン、第二防衛ラ 

インとv少なくとも2作戦は立てておこう,. 

@カラー戦車に正面から立向かうことで、 

バワー■アップ可能コ利用しない手はない,, 

©敵戦車は自機の動 

&を読む逆利用 

してさそい込むハ 

イテクニックを身 

につけよぅ。： 

©あわてるのが最大 

の敵/ 

^ な！^ _ - 

_东4士..41.04東京都.+央区饴、 



キンクB八ルーン 

for MS.X.…….4.500円 

風船編隊が王様をさらいに急降下大砲 

if風船をやっつけろnあれ、王様がさら 

われちゃった.:，風船狼って大砲一発/う 

まく当たれば、王様フつフワ降りてきて 

for MSX.4,5GO円 

おもしろキャラクタ_め楽しさと、思考 

性の高いゲームソフトがミ〜クス/ 2つ 

の.戦場をワープで移動コミカルにトコ 

トコせまリくるべ□ベ□たちをやつつけ 

7ッピー 

for MZ-700 PCG典用 

(1200 KC: 4810 > 3*000円 

forXH 要 G-RAM).3,500円 

for IVISX■…… .4,500円 

正義感あふれる元気なポリス'、マツビーか. 

いたずらニヤームコたちの盛品を取リも 

去得点に楚のつく于クニック 

©ニャームコ（.親ネコ)が盗品のうしろ 

にかくれていると寺に盗品を敢リもど 

すとI D0G点./ 

@バワードアを開くとマイク□ウエープ 

が発生するが、できるだけ、ニャーム 

コやミューキーズを集めておぐと高得 

点になる 

©ベルのでるラウンドでは、トランボリ 

ンと各階を上手に往復し、敵を集めて 

-H# 士 キス 七' ~1 // 

ルドへワーブしたら、ワーブ.□-ドに爆 

弾を置いXついてきたぺ口べ□をii破ノ 

©スペース■ワールドでは，ベ□ベ□をで 

きるだけ中央[こ近寄せて犟Tば高得点.: 

©同色のベ□ベロを3匹連Mでやつつけ 

て，高得点のミステリー-ベムを出現させ 

ナムコではM s Xの新作■ワープ 

6tヮーAキンク■ 8t / 0レーン、.ラリ 

-X0発売.を記念して、ナムコのパ 

シシブック、NGのいずれか一冊を 

繩膝様Iこ.ブしゼントいたします 

詳しくはS月I□日発売の月刊マイコ 

ンベータックマガジ 

ンをご覧下さい 

for MSX..も500円 敵は宇宙最強のギャラガ軍団すさまじ せるテクニックを身につけること，, 

くち華麗な編隊飛行攻擎に汕断は禁物/ ©編隊降下中の敵をやっつけると高得点 

ボスギャラガのトラクタービームにさら が得られる: 

われたファイターを救出するとIデュァ 

ルファイターに変#/チヤレンジング• 

ズテージ■パーフ1クトもユメじやない/ 

★得点に差のつくテクニック 

®はじめにブルー■Iイリアンをできる 

だげたくさんやつつけておく Cと..特 

©ボーナス*ラウンドになる前にさらわ 

れたファイターを取リもどし、デュァ 

ルファ.イターruておくことまずパ 

—フエクトが取れるはず 

@デュアルフ7イターになると強いことは強 

いが敵の攻幣も受けやすいので要注意< 

"THANK YOU/'あまU.Iこのんきな、ひ 

ようきん王様に君は必ず絶句する 

あそびかたは簡単.砲台を持つ兵士を左 

右に動かして弾を発射/王様をさらおう 

とする風船をやつつけるのだが… 

は待機中一降下中 

連行中の順で 

様を連行 

ち落とそう,。 

@風船を3色残し 

Xおいて、合体風船 

にさせる3発達続擎破で、高得点/ 

©常[こ.，風船と王様の問にかまえておこう. 

❹メチヤ射ちすると、イザというときに 

弾が出なぐなるぞ/ 

錄王様を救出したあとは、風船の攻撃が 

360度全方向からせまリぐる澉ミサイルを 

かわし、レータ'一をたよリIこ_基地を破 

頌するスペース-ゲームの決定版,.息も 

つかせぬ敵フオーメーシ3ン攻繫をくぐ 

リぬけ、接近戦をいどもう.，M異の音声 

ろ.戦場がかわれば武器匄かわる 2倍 

楽しめちやうのだ/ 

★得点に差のつくテクニック 

❶爆弾は、交差点の 

中央に置けばBEST.. 

@メイズ-ワール 

ドからスペース 

-ワールトぺ 

ワープ..:. 

むらさきの赖 

を3四やっつけて*髙 

得点のミステリーペ;ムをねらえ/ 

©スペース■ワールドからメイズ■ワー 子にも人気パツグンノ for FM-7 NEW7 77…（近月発売) 

よう 

for MSX 4,500円 ギャラガ 

高得点. 

させて、翠 

どすべく、屋敷の中を行ったリ来た〖丄, 

タテ通路はトランポリンでジ卞 

ンブ/横通路でうろうろ 

しているとニヤームニ!た 

ちにつかまつちやうぞノ 

パつ…ドアやドア飛 

いっぺんにべ:ルで気絶させよう. 

©—定時間ネバルと' ミューキ 

-ズが増えるから、_信が 

ついたら®、@のテク 

ニックはミューキーズ 

が増えてから使うと 

ばしなど、ハイテク いい- 

のておぼえてし_おつ 

にやつつけてし.まおう.. 

©キャラクター*ビームに.自機をさらわ 

ニックで:得点ちダー 

ンとアップ.かわい 

ぐつて，楽しくつて，ス 

テキなバック*ミューシツ 

©造品は1同じ種類 

のちのをつぎつ•ぎに 

取りもどしていくと高 

得点出現場所は同じな 

クもあって、男の子にも女の 

ォリジ_•ヴ★シ㈣ 

U-Bout 
ドイツ潜水艦U%(7贺C)の戦い 

FOR FM-7 • PC-SOO I /mkll 

リアルタイム*シミュレーションゲーム 

1941年4月1日未明、卜.イツ潜水艦U 96はビ 

—ゴ湾から大西洋上の敵船団に向けて出擊して: 

いったu北西の風、うねりやや高し…' 

ドイツ潜水艦U 9Eの操作と魚雷による輸送船 

攻繫。そしてお互いに相手を見ることもなく一 

瞬の述いが生死を分けてしまうu 

5ツドウIイ 

MIDWAY 
FOR FM-7/S - PC-SOO l /mk II 

ミツドウJ：イ攻略作戦■シミュレーションゲ- ム 

%, 

航空母艦「赤城/加賀」「飛龍」「茬龍」の飛行年 
板からミ7ドウユィ島に向けて艦載機が次々と 

発艦してゆU 1342年S月5日、日本機動部隊 
はミツドウユイ島北西£40カイリ地点にあり、歴 

史的決戦の火ぶたが切られようとしていた。， 定価3.800R 
d ■暇涵 as aoalr 



for PC-8001(Nモード).3,000円 for MSX..4.500円 

for PC-8801 mkll -………3300円 

for XI(要G-RAM).3,500円 

for MSX.4,500円 

地中Iこもぐつて掘リまくれジヤマする 

プーカやファイカ"一はモリでさしTポン 

プでプクブク■ポン/上手に掘つTさ 

そいこみ、岩石落とし.で一+網打尽ノ「陰 

険打ち」（うすく残した土力べからモリ 

をさすワザh「’陰険落としj (ふくらませ 

て励けなくなづたモンスターに岩 

を落とすワザ）など> テク 

ニックはいつばい 

盛だくさん/ 「yルニ軍撲滅のため、エクセリオン 

軍の新銳迎犖樺ファイターexは 

発進した」,.武器は二つのビーム 

を同時発射できるデュアルビーム 

と、連射可能のシングルビーム，M S X 

ゲーム初の慣性飛行#覚のリアルなフ 

ライト-フィーリングが•君を酔■わせる 

©クリスタルはMの敵）にはでき 

るだけデ丄アルゲームを使い、 

シングルビームのチャージ 

をふやす 

©サラマンダー.■ダイバリアン（鳥型の 

for MSX.4,500円 

月面には大穴、浯石、地皆乂 □ボット戰 

車、頭上からはU F0の攻犟など、危険 

がいつばい..，ミサイル+ □ケット砲、ジ 

ャンプなどのスーパー機能を持つ月面車 

でムーンバト□ールに出発だ...,迫力滿点 

のコンビュータ■サウンドに乗つてi隹め 

進めノ 

★得点に差のつくテクニック 

❶加速1減速のテクニックを身につける. 

©穴の手前で加速しながらジャン：！そ 

のあと減速し、態勢をととのえる 

❸□ケット砲は射程距離があるので、十 

分のみこんであ'くこと,.. 

价宰由#らの边挖■，に讳ャ典向r 

■Uすすむことノ 

©モンスターをボン：:/でやつつけるとき 

は地中深いほど高得点が得6れる 

@ファイガーは火を吐くのでこわいのだ 

が危険をおか+しT横方向から刺すと得 

点.は倍.. 

©トンネルのしきUの壁をとおしてモン 

スターにモリを打ち込むと身の安全を 

保ちながら得点アップがはかれる. 

©岩つぶしは、モンスターをトンネルに 

うまくさそいこ宅Tのがコツモンスタ 

つもリずビーム発射、すばやぐ上昇 

©デルタフライにはシンヴルビームを連 

射/中央にかまえて,戦うこと. 

©方向転換時の 

モタつきが最 

もキケン/ 

その後の動き 

を考えて移動 

を決める" 

そラてないち 

ノ、 のがある 

からおぼえ 

てしまおう, 

中から 

の攻犟は、 

飛:び上がつ 

Tかわすテ 

一をチクツと剠したリ 

ブッと刺すと動き 

なワザを上手に祖 

合わせればノVYス 

コアまちがいなし/ 

ステムソフトウヱアa々登塲 
〆シヤーブのパソコンを持つ！:いるの 

だが、NECの塑富なソフドを便いたい 

とお考えのあなたにヒ:ッ.タリのBASIC 

コンパータシリーズ/ NEC PG-800I, 

肋〇丨のBASICブロクラム.が、一部の手 

直しで、シャープMZ-70l]、80Bd00IK 

mm, xi上で実行てきます. 

また,.MZ-Z0OCK 2如0のソフト（一 

部Vシン語もGK)XI 

上で手直しする事な 

く実行できるシステム 

ソフトウエアコンパー 

夕も好評発売中/ 

⑬W3ZJリ]卜 

教育ソフトで学カアップ 
楽しく学べる教育ソフトは僕らの新し 

い家庭教師だ/ 

マイコンソつ卜では、•中学エキスパ 

—トシリーズ腦.英語)」、「マイ単語 

レッスンK 1中学数学マスタージリーズト 

中学社会.科シリーズ，など.パソコン 

の斗幾能を活用した、効率よい学習がてき 

中华数半マスター:ン_」-X 

るソフトを発売しTいます 

どれも自分の実力に合 

わせたカリキュラム逸 

行がXきるすぐれも 

のばかリです 

や つたね/ 
パックマン►グッズ発売/ 

写真を見X くたさいつい[ごパックマン 

のTシ卞ツとタオルが'発壳されるのです 

定価は1,800円発売元.は何と'、ペンタ 

X\キヤラグターものや.絵本などを発売 

しているところです. 

▲ホーチSrタオルのプ□['タイフA 丁 ■ンY■ツのフトタイプ 

タオルは、カンジュ-ス.タイブのボー 

チ入リで、なかなかキマッ'ています 

発売はS月中旬の予定 了シャツはマイ 

コンシヨーの会場に.出品しておリ..全国 

の有カパソコンシヨップでも発売します 

初回□ットは限宠なのて\お早目に予約 

しておいてください... 

なお，今後もこうした企画はすすめてい 

く+定になつていますみなさんおうえ 

んしてくだきいね/ 

▼鶴 

昨日に置き忘れた夢 
過去にするにはおしし、理想 
そんな昨日の夢を今日 
そして 
明日の理想のために 

未来を見つめ確かな情報を届ける 

株式会社EJ^LD 
〒I5S東京#世田谷区上用贺5-24,9 

TEL 03-42D-227! 

TELFAX 03-420-2230 



月刊マイコン 

B5版MO頁定価530円(亍135)毎月18日発売 

昭和52年7月創刊以来入門者を射象とし 

たパーソナルコンピュータのソフト、ハ 

ード応用記事を毎号満載。誌面は特集、 

入門、ホビー、ビジネス、 

テクニカル、情報とコー 

ナー別に構成されてい 

る入門-実用Iこ徹した 

総合誌として最大の情 

報量*発行部数を誇る。 

ZBOマシン腊プログラム入門 

B5版定価し500円{:〒300円） 

PC —800|/&801/训11の2&0マシン語プ 

□グラムの入門書.Z 80の全命令の解説 

からゲームプログラム 

の解剖までマシン語に 

よる高速彳ヒ、プロヴラ 

ムの簡W糾匕メモリ効 

率等マシン語ブ□ク'ラ 

ムをわかリやすく解説:: 

月刊マイコンベーシックマガジン 

B5版特別定価350円（〒7Q)毎月10日発売 

マイコン誌最大の23万8千部の発行部数 

をほこる月刊誌：号50機種をこすパ 

ソコンに対応したプ□グラムを70本以上 

ち才易載。さらに、ちつ 

ともすぐれたゲームy 

フトを解説する付録 

「マイコンS U PER 

BASIC,...,® 
咖_伽副!/^酿— 

Mm 

rnrnhm 

了ッフルDOS入門 

B5判220頁定価し300円（〒350円） 

アツブルIIをハード■ソフトともデイス 

クで有効に駆使できる 

DOS入門書。内容は 

基本コマンド'、実用ブ 

□グラム、機能アップ 

方法、ゲーム大紹介等。 

APPLE 
■ DiB^iniKAn 

森巧尚のBASIC MAGIC 

A5判186頁定1®8G円(甲250円) 

森巧尚著 

BASICマガジンでおなじみの森クンが、 

キヤラクタの作リ方、動 

かし方のテクニックを楽 

しいイラストをまじえて 

紹介:：入力すればすく‘' 

楽しめるゲームブログラ 

ム5本も同時に掲載.， 

パソコン周辺機器製作マニュアル 

B5版定価し400円（〒300円〕 

本書はパソコンをゲームマジンとしてで 

はなく、自作の周辺機器を接続すること 

によリ、パソコンの活/以コン'V；一 

用範圓を大幅に拡大し瞧赚， 

たちのです。シンセサイ^ 

ザーやromライター，セr M 

キユリテイ■システムな 

ど全37本を詳細に掲載。 

パソコンワープロ手軽で簡単操作 

B5判264頁2色刷定価し'300円（〒250円) 

パソコンワープロのA BCから、機種SEJ 

ワープ□の試用記，ま 

たワープロ使用者の訪 

問記やプリンタの知識 

など幅広く解説。ソフト 

111rttli ]_■* 

<娜，#1 

ml 

マイコンOA用腿辞典 

巳6判472頁定価2,300円（亍250円） 

日本図軎館協会選定図書 

工学博士井上露雄著 

マイコン. 0 Aに使われる最新用語を4, 

200語掲載。圃*表を 

豊富に取リ入れたわか 

リやすい解説..アマか 

ら専門家まで活用でき 

る求格的な用語辞典:^ 

英文索引付き， 

マイコンBASICマガジンDELUXE I 

巳5判634頁定価し400円（〒300円） 

月，「マィコンBASICマガジン」/5S年3月 

号一 7月号に掲載された、41機種？21本 

のバリコンソフトをこI 

の一冊に収録.，各機種BB3IC, 

PC—8001活用研究ビジネスグラフィックス 

B5判226頁定価L500円（亍250円） 

萩野典宏著 

棒グラフ、円グラフから本格的な経営分 

析ヴ□グラム、マルコフ過程分析グラフ、 

小売立地■分県地図な 

ど、合計21本のビジネ 

ス用グラフィツクを紹 

介しているa 

DtMommm 
■ V l^KSEEZESSl 

PC-9801活用研究グラフイツクマスター編 

日5判240頁定価し500円（〒250円） 

PC-9S0I.活用研究の第2弾。グラフイ 

ツク概能を徹底的にマスターできるプロ 

グラムを満載:：実行画 

FM—7活用研究 

B5判242頁定価し500円（〒350円） 

パックマン、麻雀等の人気ザ_ムのプ□ 

クラムを一挙公開tそ 

してF—BASIC入門に始 

まリ6803マシン語入門、 

新言語FORTHの解説 

MUG—ザー必 

FMH7:3晒 

PC—邾01活用研究ビジ木スソフト編 

B5判222頁定価し500円（亍250円）. 

ビジネスソフトの基本である販売管理、 

仕入管理、在庫管理、給 _——吻—” 

与計算の4本のプログPC"9S03i^[ 

ラムを掲載。入力帳票 

から出力帳.票までの書 

r VTwUIiiKc 

GAMINGへの招待 

B5判定価し300円（:〒300円;） 

スぺースウオー、テニス、ポンバーvイ 

ンペー.ダ'-と4ジャンルのゲームプ□グ 

ラムを対象に画函作成、 

キー入力、マシン語に 

よる高速化等、ゲーム 

ブ□グラム作成のテク 

ニックを紹介：■対応機種 

は.po sooj/saoi /mkii,.'讎mm織 

mmm 

MZ—2000 2200ブログラミング亍クこック 

B5判mm定価し300円（〒250円） 

木野茂実著 

MZ-ZDOO/ZZOOを完全に使いこなすた 

めのマカンンBOX.: wm.i— 
2000 

プログラミングのちよ闕气^99 

つとしたテクニックか 

ら、本格的なビジネス 

ゴ□グラムまでも掲載.， 

『中 

PC—9801E F活钼研究 

B5判mm定価し500円（亍300円） 

石村賢二' 安戸_著 

PC —%00シリーズのプログラミングの 

テクニック、エラーの 

処理と対策、何かと役 

立つサブルーチンを紹 

介,，掲載プログラムは 

PC-980脸機種卸芯， 

98ユーザー待望の害:： 

電波新聞社出版販売部 〒141東京都品川区東五反田1丁民1〗番15号電話(03)445-5111 
大阪本社06-203-33E】札视支局011-641-559!脖岡支涵C542-544405金沢支局076Z-63-8661広島支局082-228-5581 
西部本社0叱-431-7411仙台支局[]222_27‘7211新凋支局02&2-45-+252S京.都支屁075-223-80E:1苺松支烏Dfi73-61-311S 

名古！:支局057-261-4541関東総局0273-2G-3206松本支局0263-^-2266神戸支局078-391-58j85下閗支局 QB32-67-747B 

熊本支屉0963-80-7S00离児备支局D9S2-26^B3D 

圖圖 _ 園 
•お申し込み AM10:00〜PM7:⑽ 

W03)246-8948H七) 
♦ &月4 □よりjjr铺移私のためm枯番 
号が1.03 :2&S-37〖0へ災更になります.. 

(T i 麵文筆 Ver.D •pc-mwFm 
PCI-I926{5DD),PCI- 19Z5fBH), PQ- 1924(50) 
標 il価格 ¥56rDOO _ _ _月々 ¥ 3, DOfl X 20回 

管理工学研究所 ね」 *PC-9BQ1F/E 用 
(8")橾漼価格¥I28』D(10 月々Yfi,800X20回_ 

.(5D)楢準価格¥ 9S,_ 月々¥5.200X20回 

甯通クUエイト2rS35 
♦ PC-9801 F/E(8\5D^DD), PC-080 !mk 11 (5D), 

PC-mO(5C0、MZ-55001:2D)用 
標氓個格月々¥4,600X S回 

富士通 FM-NE1W7,FIVI"7?D2/D1 
SHARP MZ-15Q0.X JCs/Ck 

■その旭.各租ハート' ソフトを取り揃えています.. 

簡易言語 
パーソナルメディア 日本語アイリス 
• NIZ-55O0,PC-9BOIE. 

月々VO00X20回 捍準価格¥7し叩0 

ASCII Press^-1 
iC準価格¥7Q,000 

98- •PC-&80l£/FffiX5D) 
月々 V 3.800X2(1回 

Jt—務…用 

大磨額 

月々¥I[UD0X2D回 

EVIilkyWay 
• PC-9801E/F 用（B"'5DD) 
境準価格¥2D0,D0CI 

IHba謂娜贼MプCRTのみ咖可 

ジャスコ株式会社CVA事業部 
〒丨01束京都干代田区外神田4 _ 4 

ひとつのビルにハゾコンのすぺTを結B / 

うれしいプライス303-251-6551 くらべて適べる 制3-£5卜1522 
マイコン1zンター0OM If ▽イク□コンピュータSHINKO 

パソゴンCRZブリンタ，フdツピーなどの屮古品をお 
求め鉍い価!?fで椹供す.る!;フレッシュコーナー。是非. 
度-お.立ち寄りドさい。 

や^®NECという人 53〇3-?51-47£7 
ンシヨツフ」システムイン秋葉原 

「キ1内■た部No」のNECのパVコン、滅て猶餅C 
ra連蚁品をず.らりPCのことなら，すべてシス.テムイ 
ン秋徙原:でOK./ 

B1/；]ンt■ュ_?，スクールCOM 

.どんなご相談もOK/ 
;、れあL切シスチムプラザ 

秋葉原コム 

SEI13VK0はマイ：^ンシgヴプの，Mオニア：:.扦砘JWぎr機 

柿を常デモンスhレーシヨン..あなたはどれを-]:■ I:しま 

すか？ I:ベ！}hご検たさ;、ビギ十—からエキスパ 

—卜までくら.々てMベる才ールマイティシヨ-yブで十。 

$ 
ソフトのことなら 加3,25卜5721 
VフトスC.OM 

フロアすベてがゾフトウ乂八しか^すべてCOMが餱逸I 
た酿ソフト:■:tたW内では，ゾフk:閲するあ‘ゆるご相 
漉やmu 油 論は辦'it,. 

AKIHA 白 ARA 

1 株式会社 COM 
〒旧東立都干代0区神田佐义ニニ，■千代田ビル的 
小田总PaschTOin Shvop(COM新宿小田Jfe店）UA3-34M1 n(内}Z7A9 

•梅JBシヨ，1トム< システムイン秋赖■掏田茚 1300-347-1381 


